
和解仲介手続申立書 和解の仲介を求める事項(申立の趣旨)

2014年 11月14日 1 東京電力株式会社(r東京電力J)は、申立入らに対して、福島第一原子力発

電所の事故を惹き起こし、放出した放射性物質により福島県相馬郡飯舘村を強度

に汚染し、飯舘村民に甚大な被害を与えたことに対する法的責任を認め、申立入

ら及び飯舘村民に対して心から謝罪せよ。

2 東京電力l士、申立入らに対し、放射性物質による長期間の無用な被ばくによっ

て健康不安など精神的苦痛を与えた慰謝料として、 1人金300万円を支払え。

3 東京電力は、申立入らに対し、 2011年(平成23年) 3月から、避難慰謝

料として、現在別人月額10万円の慰謝料を含めて 1人月額35万円を支払え。→夫

4 東京電力l士、申立入ら I~対し、飯舘村氏としての舗を破壊し、精神的苦痛を 1亘
与えた慰謝料として、 1入金2000万円を支払え。 下

5 東京電力は、申立入らのうち、 「住居確保に関する損害」を提示したれに対 世

原子力損害賠償紛争解決センター御中

申 立 入 ら 代 理人弁護士河合弘之

同 弁護士保田行雄

弁護士海波雄

ほか 92名

同

「かえせ飯舘村j飯舘村民損害賠償等申立事件

申立人の表示

申立人長谷川健

同 赤石津正信

同 菅野 哲

同 佐藤 公

問 佐藤忠義

し、既払額を除き、提示した「賠償上限限度額J (但し、申立人のうち、帰還困

難区域以外の者については、宅地取得費用は、帰還困難区域と荷額とする)まで

の金員を、条件を付すことなく直ちに支払え。

6 東京電カは、申立人らに対し、申立入らが本件申立について支出を余儀なくさ

れた柁当な弁護土費用を支払え。

ほ地唄リ紙「申立人目録」記載のとおり 以上の事項につき、和解の仲介を求める。
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申立入ら代理人

別紙「代理人目録」記載のとおり

被申立人 東京電力株式会社

代表者代表鞍符役庚瀬直己

干100-8560 東京都千代田区内幸町1-1-3
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和解の仲介を求める理由(申立の理由)
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第1 本申立の意義

本申立は、東京電力が引き起こした福島第原発事故により全村避難を命じられ

た福島県相馬郡飯館村の村民らが、東京電力に謝罪をさせ、 E当な賠償を実現して、

飯舘村民としての誇りを取り戻し、ふるさとの再生を図るための申立である。

2011年 3月 11日の福島第一原発事故から、 3年8か月が経過した今なお、飯舘村

の金村民が避難生活を強いられている。生活の基盤を奪われ、村民・家族が分断さ

れ、先祖代々築き上げてきた村の歴史が失われようとしている。

東京電力は、いまなお、飯館村及び飯舘村民に対して、謝罪をしていない。

損害賠償も遅々として進んでいない。一方的な東京電力方式の算定額が提示され

ている。そして、その賠償基準ですら、十分に理解されているとは言い難い。

賠償問題以外の諸問鱈についても全く進んでいない。 r除染Jは、極めて不十分

である。崩壊した地峨社会をどのように再生していくのか、その見通しすら立たな

い状況にある。

にもかかわらず、政府・県・村は「除染Jも不十分のまま、新たな安全神話を広

め、避難区域の解除を拡大し、帰還政策を進めようとしている。

しかし、若い人々、特に子どもを持つ若い親たちは、放射能の不安から帰還でき

ない。年長者も、若い人々が帰還しないので、子どもに迷惑を掛けるのではないか

と思い、帰還を障踏している。

このままでは村民はパラパラにされたまま、時間の経過により問題は解決するど

とろか、泣き寝入りを強いられる。それも深い恨みとくやしさを残して。足尾銅山

公害や水俣病の例を見るまでも無く、この国は、過去何度も「棄民Jを繰り返して

きたが、飯舘村民もまた「棄民」にされようとしている。このようなことを絶対に

許してはならない。

今回、飯舘村の村民のうち半数のものが団結して損害賠償請求の芦をあげたこと
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は、まさに必然というべきである。この損害賠償請求申立は、ふるさと再生、飯舘

村民の生活再建のスタートラインとなるだろう。

当弁護団は、ほぼすべての申立入ら世帯代表者と個別面談を行い、被害の実情

を臆取した。その結果は、世帯ごとの事情として、本申立書~rJ紙として添付する。

この申立書別紙には、飯舘村民の経験と現在の苦悩が余すところ無く記載されて

いる。これをみても、飯舘村民が被った損害は、実I~多種多様である。

本申立は、申立入らが被ったこれら損害のうち、多くの申立人に共通する損害と

して、申立を行ったものである。より個別の損害については、今後、順次、追加す

る所存である。

申立入団代表の長谷川健ーは、 『までいな村、飯館』において、以下のとおり

述べている。

「あの大地震から 3年が経ちましたロ東京電力福島第一原発での事故で全村避

難を余儀なくされ、私自身も仮設住宅に移って、いまもなお避難生活が続いてい

ますロ J [2020年開催のオリンピック招致で盛り上がっているかにみえる日本で

すが、福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染の影響は、日年後も続いてい

るはずです。 J [飯舘村で起きたこと、続いていることをどうか忘れずに。」

原子力損害賠償紛争解決センターは、本申立の意義を十分に汲み取り、適正な判

断を行っていただきたいと切に願うものである。
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第2 事故前の飯舘村の生活

1 飯館村のあらまし

(1) 概要

飯館村は福島県の北東部、阿武隈山系の北部の高原に開けた村である。

村の総面積幻0平方キロメートノレの約 75%を山林が占めている。地形は比較的な

だらかで北に真野川、村中央部に新閏川本流と支流の飯樋川、南部I~比曽川がそれ

ぞれ東流し、とれら四河川の流域に耕地が聞かれ、集落を形成している。集落・水

田・田畑といった生活基盤は、標高 220皿から 600mI~分散している。

高原地帯の特有の冷涼な気候に加え、ヤマセが吹くことから、年平均気温 10度、

年間降水量 1， 300剛前後で、古くから冷害I~悩まされてきた。そのため、冷害に強

い農作物・畜産業にカを入れてきた。

〈美しい飯舘の回国風景村の HPより)

飯舘村では、第二次世界大戦の終戦により、 700戸ほどの新規開拓者が定住する

ことにより世帯が増加L，.食糧の増産と村の発展に寄与してきた。人口は、 1956年

(昭和 31年)11，403人をピ}タに、徐々に減少を続け、 20日年(平成 23年)度の

国勢調査では 6，132入、 1，716世帯となっている。

飯館村の産業は、農業・畜産業が主である。冷害に強い農業として水稲に加え、

畜産、業たばこ、高原野菜など複合経営に取り組んだ。特に和牛(飯舘牛)の振興
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を積極的に進めてきた。村内全域に 1，400へクターノレほどの草地を造成し、畜産の

基盤をつくると共に、公共牧場に肥育部門を導入、村内農家の約半数を占める和牛

繁殖農家を支援することとし、和牛の生産から販売までの村内一貫生産の道を築い

てきた。とうして生産の基礎を築いた後、 1984年(昭和田年)に策定された「第

三次総合振興計画(カントリーパラダイスプラン)Jに基づき、 1985年(昭和 60年)

から始まった「ミートパシタ構想Jが大成功し、和牛の消費量を飛躍的に拡大させ

るに止まらず、以後の特産品開発・都市との交流など総合的な村づくりの柱となっ

た@

また、村は、良質な御影石の産出地で、数十事業所が採石を行っていた。これに

付加価値を高めるための石材加工に取り組む業者が年々増えてきていたロ

(2) 飯館村の伝統と文化

長い歴史の中で先人たちが残した数多くの文化遺産は、飯舘村の歴史でもある。

飯舘村には太古の昔から人が住み続けてきた。真野川流域には、縄文時代前期の

住居跡が発掘され、飯館村が自然に恵まれ、食糧が豊富な住みやすい環境が整って

いたことがうかがわれる。

以来、その一万年にもわたる悠久の時の流れの中で、祖先は、山を切り開き、大

地に鍬を振るいながら、豊かな独自の文化と風土を形成して来た。村には、そうし

た風土を裏付ける有形無形の文化遺産が数多く残されている。そのほんの一部を紹

介する。

ア山御講(やまおこ)

佐須虎諭山に鎮座する佐須山津見神社は、東北地方の山神の総本山的存在となっ

ている。 1日j替の 10月 17日には「山御講J (やまおこ)という祭りが行われ、県北

はもとより、宮城果などからも参拝客が訪れにぎわいをみせている。

イ 民俗芸申告の宝庫~ r飯舘の困槌踊り」

飯舘村は田植踊りや獅子舞、神楽など民俗芸能の宝庫ともなっている。田植踊り

は3∞年前ごろから盛んになり、村内全集落に近い 13か所に伝わっている。その背

景には、山間高冷地のため、たびたび凶作に襲われ、豊作への願望がことのほか強
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かったことを示しているが、同時に、厳しい暮らしの中でも陽気さを失わなかった

祖先たちの明るい人柄をうかがわせる。

現在伝えられている田植踊りは、比曽や蕨平lとみられる古風なものから、大久保

や深谷にみられる芸飽色の強いものなど多彩で、 「飯舘の田植踊り」として、県の

重要無形民俗文化財に指定されている。

(飯舘の田植踊り飯舘村の即より)

近年地域の文化を見直す動きが高まってきているが、飯館村各地に伝わる神楽や

獅子舞、田植腐りといった民俗芸能l土、地元の若者たちの手でしっかりと受け継が

れてきた。

(3) 豊かな農村楽園創造のための、村民による 30年来の取り組み

ア 「センター地区構想J~こか村を一つに

飯舘村は、もともと 1956年(昭和 31年)に大舘村と飯曽村という同規模のこか

村が合併してできた村である。合併後しばらくは、学校や診療所などの公共施設も、

旧来のごか村に分散して建設されていた。

しかし、急激な社会情勢の変化I~対応するためには、村民のカを一つに結集し、

目標に向かって進めていくことが必要であった。

行政はもちろん、農林業、商工業、教育など様々な村のカを一つにまとめてとそ、

村の未来が切り開ける、これが 1985年(昭和 60年)からの「センター地区構想」

の出発点であった。

センター地区には、村のほぼ中央部の山を切り開吉、広大な敷地を造成した。そ

して、 2つあった中学校を統合して飯舘中学校をおき、村役場、特別養護老人ホー

ム、診療所、村営の書席、陸上競技場、野球場、テニスコート、住宅団地を造成じ、
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ここから放射状に伸びる道路網が整備された，村のおもだった胞設は、すべてこの

地に集中させる予定であったロ

村を一つに・・・人々の願いが、この地に形となって現れつつあった。

特に、統合された飯館中学校は、近代的な充実した設備を誇り、村の子どもたち

は全員が 3年間とこで学び、郷土意識をはぐくんでいた。ここから卒業した子ども

たちが、いずれ、未来の飯舘村を支える人材として成長してくれるはずだった。

イ 冷害の村からの脱出~第三次総合振興計画

① きっかけは 1980年(昭和田年)の大冷害

飯舘村は、それまでも 3年に一度は冷害に見舞われてきたが、 1980年(昭和田

年)の大冷害はととにひどく、一粒の米もとれず農家でさえも米を買って食べると

いう屈辱を味わった。 r村の農業はどうなる。 J rこのままではだめだIと将来内

の危機感を募らせた。このような中、 1984年(昭和59年)に「第三次総合振興計

画jが策定された。

②住民参加による計画策定

この計画は、住民参加の手法が最大限に取り入れられた。まず、村民による三つ

のプロジェクトチーム(住みよい生活舞台の建設、産業の活力増進と所得の安定、健

やかで心豊かな地域づくり)ど農協、商工会、森林組合、青年会、婦人会、老人会等

の各種機関・団体が知恵を出し合って計画の骨子を練り上げた。

第三次総合振興計画の特徴は、単なる数量計画だけではなく、文化、生活、環境

等の問題を重要な栓とした点にある。

@ r村おこし事業Jで本格始動

そして、 1984午(昭和田年)、当時の通産省の地ゆj、規模事業活性化推進事業(通

称.むちおこし事業)が導入され、村おとしの取り組みが本格化した。

この事業は、商工会主体で取り組まれ、 43人の実行委員、 36人の実行小委員は、

いずれも 30代の若手を中心に組織された。テーマは観光資源開発・教育文化開発・

特産品開発の三つで、第三次総合振興計画策定のための産業プロジェクトとの取り
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組みとあいまって、ミートバンク事業構想を村おこしの柱とした。

④ 村おこLの起爆剤になった「ミートパンクJ

「ミートパンクJのスタートは 1985年(昭和 60年)5月である。当時は食品の

宅配便そのものが珍しく、マスコミで報道されるやいなや電話での問い合わせが殺

到し、首都圏を中心とし 1，500人をこす会員を集めた。 r冷害の村Jは一躍、 「飯

舘牛の村J r村おこしの先進地」として注目されるようになった。

「ミートパンク」のシステムは、会員を募り、村内で生産された飯舘牛を中心に、

季節の野菜や山菜・山女魚といった特産品をくわえて年5回発送するというもので

あった。 rミートパンクjは、単なる「ふるさと宅配便Jではなく、地銘柄(プラ

ンド)の形成・牛肉以外の特産物の開発・都市との交流活動等、総合的な村づくり

の起爆剤となったo

発足から 8年で、飯舘牛の消費量は飛躍的に増大し、飯舘村は良質な牛肉産地と

Lての評価を確立し、 「福島県の飯舘牛j として躍進した。

その後、 「ミートパンクJの運営は農協に移管され、産業として定着した事業を

推進していった。

同時に、村は「財団法人飯舘村振興公社j を設立し、肥育技術の実証を進めなが

ら、飯舘牛め質的向上を図ってきた。農協では農畜産物加工処理施設、部分肉セン

ターを建設し、付加咽値の創造と円滑な流通経路在確立した。

第三セクターによるレストランも建設され、地域内一貫生産かち消費拡大の体制

が確立された。

とれら一貫した施策は、村民1人 1人の知恵と手聞の集積であり、 「やれば出来

る」という自信と「村は自分たちが自分たちの手でつくっていくものJという意気

込みの結果であった。

⑤ 「村民の森あいの沢」のにぎわい

a r牛肉フェスティパノレj

飯舘牛の PRと共に、村の観光イベントとして浮上したのが「牛肉フェスティパルj

である。 1986年(昭和 61年)8月 4日、大火山(おおひやま)は 2，0∞人の人で埋
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まり、猛暑の中、牧草地を見ながらの飯舘牛のバーベキューは、強烈な夏の思い出

となったはずである。

しかし、このイベントの最大の目的は別のところにあった。

「飯舘牛Jを核に、農業関係者、商工業開時事者、行政をはじめ村の各層の人々が

「村おとしjのために協力しあった初めての事業であった。牛肉フェステイパノレは、

以後「村民の森あいの沢Jを会場に年々様相を変えて行われた。運営の形態は変

わっても「飯官官牛Jで結び付いた人々の心は変わるととなく連綿と続くイベントと

なった巴

a r自ら考え自ら行う地域づくり事業J

19日B年(昭和田年)から 1989年(平成元年)にかけて、ふるさと創生事業の一

億円が交付され、村議会は「農村楽間基金j として積み立てることに決定した。

使途については「村民企画会議Jという一般村民からなる委員会が設置され、一

年聞にわたって検討が重ねられた。村民企画会議の委員はすべて 30代の肩書をもた

ない村民で構成された。各団体のしがらみにとらわれない自由な発言や、発想の転

換を求めるためであった。

村民企画会議が答申した事項は、下記の「人づくりJ r地域づくりJ r景観づく

り」という三つの柱であった。

b rいいたて山がっこうJ

「村民の森あいの沢」を会場に行われるもう一つのイベントが「いいたて山がふっ

とうJである。 r山がっこうJは、都市の子どもたちと村内の子どもたちの交流を

目的としたサマースクールで毎年50名ほどが参加していた。

あいの沢を中心に、農業体験、川遊び、天体観測、キャンプアァイヤ}など、村

の豊かな自然を生かしたカリキュラムを通して、都市と村内の子どもたちの交流の

輸が広がっていった。

記

(飯舘村役場前の村民歌碑「夢大らかにJ) 

「人づくりJ

農村の将来がどのように発展するかは、優秀な人材をいかにっくり、とどめ

ておくかにある。

村に情熱をかける人の活動を支援し、将来にわたって活力ある地域づくりに

貢献できる人材を育成しよう。

「地域づくり j

自治活動は自らが汗して積み上げなければ本当の喜びはわいてこない。

目的を定めない「地域づくり交付金Jを各行政区ごとに用意し、地域全体が

行動を起とすための活動資金にすべきである。

「景観づくりとは」

村のすばらしい自然や景観は村民すべての、あるいは村を訪れる人々の共有

財産であるという考えに立ち、荒れた農地や山林、ゴミの不法投棄、石の大規

模採掘による森林破壊について村民全員で考えなければなりません。

そして、未来に残せる共有の財産を守り、育て、次の時代に引き継ぐため「景

観保護条例IJを制定すべきである。

また都市の後追いではない、農村ならではの暮らしやすきの実証や、住民の

生活を大切にした農村リゾートの可能性も探る必要がある。

@ rいいたて村おこしj これらの答申に基づき、 1990年(平成2年)度実施されたのが fやまびこ運動(地

域づくり交付金交付事業)Jと「快適環境づくり条例Jである。
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b fやまびこ運動J~ミ=ふるさと創生事業

「やまびこ運動」は、村内に 20ある行政区に一律 100万円を交付したもので、温

泉旅行と酒飲み以外は何にでも使ってよいというものであった。

各行政区とも自分たちの住んでいる地区を良くしようと幾度となく会議(ロ}ク

ショップ)を重ね、交付金の使い道を検討した。

環境問題をテー?にゴミを減らす運動に取り組んだ行政区、失われつつある伝統

芸能を復活させた行政区、新たな産業振興や地区のシンボノレを造った行政区など、

その取り組みはさまざまであったが、それぞれの地区が抱える問題について住民が

共通の意識を持つに至り、コミュニティ活動への意識が高まった。

c f快適環境づくり条例j

豊かな自然を守るため、 「快適環境づくり条例jは保存地区の指定と飯舘村快適

環境づくり審議会の設置を二つの大きな柱とし、ゴルフ場開発の 2年間の凍結を生

みだし、環境に対する村民の意識も高揚した。

1993年(平成5年) 3 月には、先に行った村内全戸I~対するアンケ}トで 6割以

上の村民がゴルフ場開発に否定的な意見を示し「社会情勢に大きな変化がないかぎ

り、ゴノレプ場など大規模開発は行わない。 j という村の基本方針が決定された匂

自然の豊かな恵みに対する飯舘村民の考えが、開発事業は行わないという意思に

示された。

d 輝き出した女性たち~ r若妻の翼J~

ふるさと創生資金を利用した村の事業に、村内の 25 歳~40歳の働き盛りの主婦

を対象とした海外研修事業「若妻の翼jがある。

きっかけは r21世紀には農家の嫁さんだってヨ]ロ yパに行く『主婦の翼』が飛

ぶ。 Jという村民のある女性からの発言であった。この発言は、毎年1月に行われ

る「新春村民の集いJの中で行われる「初夢披露会(通称・ほら吹き大会)Jで出

されたホラで、かなわぬ夢をホラとして語ったものであった。

農村社会において、男性や育児から解放された40代以上の主婦はある程度旅行に

-15同

行くごとは可能であるが、それよりも若い女性i士、家庭の中心にあり「嫁Jという

立場で、育児と農作業に追われる毎日の暮らしの中で二週間あまりも家を空け、海

外旅行に出掛けることはほとんど不可能であった。

1989年(平成元年)5月、 「若妻の翼団員募集Jの案内を見たとき、若妻たちの

心は乱れた。

f行きたい。でも、やっぱり無理J!::いう悩み、勇気をふるって、夫や家族に相

談し、多くの困難を乗り越えて 19人がヨーロッパへと飛びたった。

f若妻の翼」事業は、毎年 19人ずつが参加し、毎年行われた。

との事業に関して村は報告やレポート等いっさい求めていない。しかし団員たち

は、自発的に旅行の体験を、本やピデオにまとめて自費出版したり、カンパを呼び

かけて公民館に白いピアノを寄贈するなE、地域づくりに積極的に参加していった。

この旅行は、女性が村を、そして家庭を離れることで地域・家庭・自分を見直す

という自己の変革はもとより、家族や地域、子どもたちへの意識の改革といった波

及効果も現れ、それぞれが村づくりに貢献していった。

( f.若妻の翼jや「山がっこうjは全国の町村から注目され、視察団が次々に飯舘

村を訪れた。若妻たちはそのたびに説明の場に臨み、村の「顔Jとなっていった。

写真提供・長谷川花子)
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(心小括

i二記のように、 「美しい村」飯舘村は、単に自然環境に恵まれていたということ

だけではない。むしろ、冷害に悩む厳しい環境の中で、村民が、自然と共生した生

活を営むことができる村を未来に繋げられるよう、主体的に村おこしに参加した成

果が結実したものだったのである。

2 飯舘村民の生活

(1) 自然の恵み

飯舘村では、農業者に限らず、生活の一部として、自家菜園で自らが食べる野菜

を作り、山からは山菜・キノコといった恵みを得、これらを地域の人達と交換し合

いながら、極めて豊かな生活を送っていた。そして、とのような生活を未来に繋げ

ようとしていた。

春には近くの山でタケノコ、タラの芽、ワラピ、フキ、ウドなど山菜を豊富に取

ることができた。自家菜園や畑の一部を[わらび畑Jとする者もいた。自家消費用

だけでなく、地域や遠方から来る人にも開放し自由に取らせていた。ワラピの時期

のこういった人達の交流を楽しみにしていた。

(アケピもまた秋の味覚。撮影'長谷川健)

川に行けば、イワナやヤマメを釣るととができた。

夏になると、子ども達は、家の前に飛び交う蛍や、林の中をかけまわりカプトム

Vやクワガタなどを捕まえていた。
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秋にはキノコ採りが盛んだった。山に入ればさまざまなキノコが採れるが、飯舘

村ではマツタケよりもイノハナ(コワタケ)が好まれ、イノハナをいつもたくさん

採って来る人は「名人Jとして称賛されたa それだけ誰にでも採れるものではなく、

名人は自分だけの「シロJ (場所)を持ち、人に教えることなく長年シロを守り続

け、子や孫を連れて行ってその場所を教える時がくるまでは、秘密にしておくのが

ならいだった。

農閑期となる冬には、イノシシ狩りやキジ撃ちが盛んだったn 特にイノシシは有

害獣駆除を兼ね、隣近所にもお裾分けをして喜ばれただけでなく、猟犬たちとも収

獲を分け合った。

(獲物を囲んで解体前に記念撮影提供・長谷川健一)

飯館村の人々は、このような山の恵み・川の恵みをもらうために、季節ごとに、

山や林へ、川へと入っていった。年齢を重ね、腰が曲がっても長年の経験がもの

をいい、体力のある若者よりも早く良品を大量に収穫する年寄りたちが尊敬され

てきた。

山の恵みは、家族で食べるには十分すぎるほどで、あたりまえのように、近所

の家にお裾分けした。お裾分けされた家の者が山にいったときも同じようにし、

こうして、山菜、キノコの時期は、食卓に季節の山菜・キノコが豊富にあがり続

けた。また、山菜やキノコは、遠方で暮らす親族にもふるまわれた。飯舘で生ま

れ、現在は都市で生活する者にとっては、実家から送られる季節の山菜・キノコ

は、故郷を懐かしく思い出させる味であった。
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(2) 人と人とのつながり

飯舘村では行政区の行事があり、行政区内の組や大きな行政区には組を細分化し

た涯があり、組や班の行事があった。そのため、村民は何をするにも組や班と行動

を共にしているという住民が多い。たとえば、斑で、新年会や愛宕様(あたごさま、

愛宕神社のこと)でお払いしたり、春11:子牛田様(こぶたこ様)、新年会や山御講

(やまおと、山の神をまつる祭り)、中日(春秋の彼岸田に飲み会)、そのほかに

もみんなで積み立てをして組の旅行に行っていた。道路の草の刈り払いを住民が担

当していた地区もある。とれも、時間を決め地元住民で和気蕎々と行っていたo

人とのつながりが希薄になってしまった地域が多い中、飯舘村民は、村や行政区、

組や班の行事、お祭りに積極的に参加しており、粋が強く、地域で助け合って生活

していた。

(3) 稲作

田植えや稲刈りが行われる時期には、親戚や近所の人が集まり、それらの作業を

協力して行っていた。自分の田んぼの作業が終われば、別の方が所有する田んぼを

手伝っていた。このような協力関係を「結(ゆい)Jと呼び、代々農家はその伝統

を受け継いでいた。

田植えや稲刈りを行う際には、早朝から作業を行い、昼ごろには畦道の傍で揃っ

て昼食をとり、日が暮れる頃1<:皆が家に帰宅した。

多くの農家は、その米を出荷して生活資金を得るとともに、近所の人や遠方にい

る親戚に米を送り、人とのつながりを維持してきた白

(心 野菜の栽培(出荷、自家消費等)

飯舘村の多くの人は、キュウリ、キャベツ、ジャガイモ、トマトなどの野菜を自

分の畑又は借りている畑で栽培していた。

育てた野菜については、出荷する人もいれば、自宅用の食材として使う人もいた図

上記の山菜やキノコと同じように、近所の人にお裾分けし、遠方に住む親族にも発

送していた。サラリーマン世帯で子育て等の理由により自家菜園ができない家庭で

は、近所からお裾分けされた野菜を、例えばもらったトマトをトマトYースにする
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などして、お返ししたり、友人にふるまうなどした。こうして、ほとんどの人がス

}パーなどで野菜を買うことはなかった。

(5) 畜産

省産として牛や豚などを育てていた者は、牛や豚が生まれる場面に触れ、日々の

成長の過程を自の前にしてきた。毎日、餌ゃりゃ牛舎・豚舎の掃除、パドックでの

散歩などの業務を行っていた。

豊かな自然の中で育った飯舘牛は、村民の一つの誇りであった。

日 20-


